
 

 

 

区立池之上小学校の改築及び仮校舎への移転について 

 

１ 改築について 

教育委員会としては下記の点を重視した結果、池之上小学校を改築することといたしました。 

（１）耐震性能が不足する校舎棟の安全性を確保する必要がある。 

（２）校舎棟は築５０年を超えており、改築年限が近づいている。 

（３）耐震診断における評定機関（第三者機関）より「建築後約５０年経過しており、建替えの

優先順位が高い建物であるので、早期建て替えが望ましい。」との意見が付されている。 

 

２ 仮校舎（旧北沢小学校）への移転について 

教育委員会としては下記の理由で、令和２年４月より旧北沢小学校を仮校舎として活用するこ

ととしました。 

（１）耐震性能が十分ではない池之上小学校の利用期間をなるべく短くし、児童の安全を確保し

たい。 

（２）池之上小学校改築の工事期間を短縮することができるため。 

（３）校庭及びプールを通常どおり利用できるため、教育環境を保てる。 

（プレハブ設置の場合、校庭は４年半、プールは３年間使用できない。） 

（４）プレハブ建設の場合は工事作業音や振動が発生して、授業等への影響が大きく、また、工

事期間も１年以上伸びる。 

（５）アレルギー対応とともに、学校独自の給食と食育が従来どおりに継続できるため。 

※旧北沢小学校の耐震性能について 

平成１８年度（2006 年度）に耐震診断を行っております。校舎棟及び体育館棟について、

平成２１年度（2009 年度）に耐震補強工事を完了し、全ての校舎棟及び体育館棟で Is 値：0.75

以上となっております。 
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３ 通学路の安全対策について（学校健康推進課学校健康推進係） 

  別紙通学路（案）参照 

 

４ 池之上小学校の通学区域・指定校変更について（学務課就学係） 

（１）通学区域の変更は行いません。現在の池之上小学校の児童は、原則、全員が仮校舎へ通っ

ていただくことになります。 

 （２）指定校変更について 

    （１）が原則となりますが、近隣校への指定校変更の申請をご希望される方は、近隣校の

施設の状況や学校運営状況を踏まえ、受け入れに支障がない範囲で、児童やご家庭の状況・

地域を考慮して、弾力的に指定校変更申請に対応させていただきます。なお、本件に関す

る指定校変更申請の受付は、１月中旬からを予定しております。また、来年度入学予定の

保護者の皆様へは別途お知らせする予定です。 

 

５ 仮校舎の受け入れ準備について 

 （１）今年度中に旧北沢小学校の給食室の改修工事を行い、従来通り、給食を提供できるように

します。 

 （２）来年度夏までに、旧北沢小学校の体育館に空調設備（エアコン）を整備します。 

（旧北沢小学校の体育館の床面は整備済みです。） 

 （３）来年度夏からのプール授業が従来通り行えるよう旧北沢小学校のプールを点検・整備しま

す。（旧北沢小学校のプールは校舎屋上にあります。） 

 （４）池之上小学校の児童数に合わせて、校舎内の教室を改修します。 

 

６ 登下校の安全対策について 

 （１）現池之上小学校の体育館棟等については、耐震上の問題はないため、登下校のいずれの時

間にも一時立ち寄り場所として活用できるようにしていきます。 

（２）登下校の負担を軽減するため、学校と協議しながら取組んでいきます。具体的には、水筒

持参や、学習に支障がない範囲で教科書を含む教材の学校保管（「置き勉」）など、学校運営

の工夫による負担軽減を実施していきます。 

 

連絡先 教育環境課（移転に伴う全般について） 

                 増田、鈴木（孝）、石井 

℡ ０３－５４３２－２６６５、２６６７、２７２２ 

                 学校健康推進課学校健康推進係（通学路安全対策） 

                 今井、田中 

℡ ０３－５４３２－２６９３ 

                 学務課就学係（通学区域、指定校変更） 

                 ℡ ０３－５４３２－２６８３ 



 

【地図の著作権】住宅地図：(c)Shobunsha Publications Inc.、白地図/航空写真： (c) Kokusai Kogyo Co., Ltd.、その他の地図：(c)City Of Setagaya 

池之上小学校 

仮校舎 

・横断歩道の設置あり 

・注意喚起標示幕の設置あり（歩行者注意 スピード落とせ） 

・外側線の設置あり 

・カラー舗装（緑）設置あり 

・カラー舗装（赤）設置あり 

・注意喚起標示幕の設置あり 

・車両のスピードの抑制などの対策要望（標示幕） 

・「文」マーク追加設置予定 

・横断歩道の設置あり 

・外側線の設置あり 

・外側線（東側、北側）の設置を要望（区道） 

・道路標示「止まれ」の塗りなおしを要望（２箇所） 

・注意喚起看板の設置（右見て、左見て 横断）を要望２箇所 

現在の通学路 

新規の通学路（案）※ 都や区の管理道路のみ記載 

学校主事ｏｒ通学路見守り誘導員の配置（案） 

スクールゾーン（７：３０～８：３０） 

こどもをまもろう１１０番 

（下北沢小学区域内、通学路付近のみ記載） 

・「文」マーク新設予定 

・「文」マーク新設予定 

・外側線の設置あり 

・「文」マーク新設予定 

・道路（交差点）標示塗りなおしを要望 

・外側線（東側）の設置あり 

・カラー舗装 

（赤、緑あり） 

・遊歩道入り口（両側）にバリケードを追加設置予定 

・北から来る自動車向けに注意喚起標示幕の設置を要望 

・停止線の塗り直しを要望 

・ポストコーンの設置を要望 

・外側線（白線）の設置を要望 

通学路や学校主事ｏｒ通学路見守り誘導員の配

置は案となります。今後も、学校やＰＴＡの代表

者の皆様、関係機関のご協力をいただきながら通

学路合同点検を実施していき、通学路や通学路見

守り誘導員の配置箇所等を決定していきます。 

 

テキスト内で、黒字で記載しているものが、既

に行われている安全対策です。赤字で記載してい

るものは、関係機関へ要望している安全対策です。 

今後も、通学路合同点検を実施していきながら、

必要な対策を関係機関で検討していきます。 

 

仮校舎までの登下校で、通いなれた通学路では

ないところを中心に点検を行っておりますが、今

後、池之上小学校学区域の点検も行っていく予定

です。 



令和元年９月６日 

 

８月３日・４日実施の池之上小学校改築に伴う説明会開催報告について 

 

■ 開催日時 ＊３回とも、同様の内容で池之上小学校家庭科室にて開催しました。 

 第１回 ８月 ３日（土） １０時００分～１１時４５分 参加者：約５０名 

 第２回 ８月 ３日（土） １３時３０分～１４時４５分 参加者：約４５名 

 第３回 ８月 ４日（日） １０時００分～１１時３０分 参加者：約４５名 

          

■ 主なご意見と回答  

ご意見・ご要望 回答 

＜耐震について＞ 

○今回診断を行った経緯は。 

 

 

 

 

○希望丘小において、耐震診断の手法の違いから、

診断結果の数値に大きな開きがあった。このた

め、過去に同様の手法で診断をしていた小中学

校２８校で、今回再診断を行っている。 

 

＜通学路の安全対策について＞ 

○今回の件は、区としてかなりのスピ

ード感で進めている印象がある。登

校は集団登校などの対応があるが、

下校もみてもらいたい。 

 

○学校健康推進課が通学路の対応を検討してい

る。この間いただいた様々なご要望は伝えてい

るが、下校時において、見守り誘導員を配置す

るなど、どのような対策がとれるのか検討する。 

＜指定校変更について＞ 

○指定校変更について聞きたい。 

 

 

 

 

 

 

○指定校変更の件。１月に申請、２月

頃に決定とのことだが、もっと早い

段階でできないか。２月に決定では

遅い。 

 

○学校までの距離が近いという理由のみでは、指

定校変更の基準に該当するものではないが、個

別の事情を伺いながら対応させていただきた

い。しかし、受け入れ校のキャパシティ、教室

数が足りなくなる状況も考えられるため、学務

課で個別に判断することになる。 

 

○指定校変更については、学務課での対応となる。 

ご要望があった旨伝える。学校では令和２年４ 

月に池之上小に在籍するのかのアンケートも考 

えている。 

＜スクールバス＞ 

○区としては、スクールバスは難しい

という認識なのか。 

 

 

○改築に伴い移転した小学校もあったが、その際

には同程度の距離を歩いている例もある。登下

校の安全対策を徹底したうえで、教育委員会と

して、徒歩通学は可能と考えている。 

                                    

裏面あり 



ご意見・ご要望 回答 

＜その他＞ 

○会計検査院の国有地の活用はどう

か。 

 

 

 

○池之上青少年会館を解体して、旧北

沢小に移転し、池之上青少年会館跡

地にプレハブを建てるという案はど

うか。 

 

○旧北沢小学校活用のスケジュールで

２０２０年度まで池之上小を使うこ

とはできないのか。 

 

○旧北沢小の事前の見学は可能か。 

 

 

 

 

 

○国として今後、活用方針を定める予定の土地で

ある。財務省財務局に確認したところ、賃貸借

なら長期（20 年程度）を考えており、短期での

賃貸借はできないとのこと。 

 

○池之上青少年会館は、現在の場所で改修工事を

行っており、事業は継続されるものである。 

 

 

 

○校舎棟は耐震上問題があるため、長期間継続使

用することは適当ではないと考えている。 

 

 

○現在は北沢中学校第2校舎として利用している

ため、学校とも調整した上で、保護者の方々が

校舎内を見学する機会を設けたいと考えてい

る。 

 

 

【お問い合わせ先】 

                    世田谷区教育委員会事務局 教育環境課                                

担当：増田、石井 

 電話：５４３２－２６６５、２７２２ 


